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 静岡県農林技術研究所森林・林業研究センター (9) 

 

日 時 2019年 3月 5日（水）16:00～17:00 

場 所 静岡県農林技術研究所 森林・林業研究センター 

聞き取り先 

静岡県農林技術研究所 森林・林業研究

センター（以下、森林・林業研究センタ

ー） 

大場 孝裕 上席研究員 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 山元 周吾 研究員 

受 領 資 料 なし 

聞 き 取 り 

記 録 

1．静岡県内におけるシカ被害の防除対策 

（1）過去から現在まで、取り組まれている防除対策の種類や使用とその変化 

・当センターは試験研究機関のため、GPSによるシカの行動追跡と柵内に侵入する

頻度やタイミングの観察を平成 28年頃から実施しているが、県内で実施されて

いる防除対策の種類、仕様、使用量等は把握していない。また、柵自体の性能

評価等を試験しているわけではない。 

・単木防護については、1990 年代頃に試験的に導入したことはあるが、特に初期

段階において紫外線の劣化等があり実用的ではなかった。また、資材の高さが

不十分であったため、シカが届く範囲で資材からはみ出る部分は食害を受ける

ことにより、あまり普及しなかったのではないかと考えられる。 

・国有林や防護柵の設置に不向きな現場を中心に単木防護が行われている。 

・富士山地域では台風の後、ボランティアの力も借りて広葉樹を植栽した際に単

木防除が用いられている。 

・防護柵の素材は、国有林ではステンレス線入りやダイニーマ繊維入りのネット

が多い。最近は金網柵を使っている現場も数は少ないが存在する。 

（2）防除対策の選定について重視すること 

・上述のように、単木防除のメリットに則し、地形的な条件などで選定している

と思われる。 

・堅牢性や耐久性に優れている金属柵の設置が望ましいと考えられているが、現

場ではネット柵が多く施工されている。それは重量や施工のしやすさなどが要

因と考えられる。 

（3）シカによる林業被害の状況とその変化 

・シカの生息状況（及び林業被害の状況）については、静岡県ニホンジカ管理計

画（www.pref.shizuoka.jp／kankyou／ka-070／sika.html）を参照のこと。詳

細は、所管する静岡県庁くらし・環境部自然保護課（054-221-3332）に確認が

可能と考える。 

・植栽地におけるニホンジカの食害の程度は冬季に低くなることが多い。新葉を

好んで食害すると考えられているからである。古い葉の嗜好性は中庸で、周辺

植生の状況で相対的に摂取しようという順位が高まれば、ひどく食害を受ける

こともあるが、冬季に被害を受けないため柵がない植栽地もある。 

・食害について、県内他地域ではまず枝葉への食害が発生するが、富士山南西麓

において、植栽後直後には発生せず、3年ほど経過し幹が太くなると剥皮被害が

発生した。このような地域差に加えて、群れで共有された嗜好性、個体の嗜好

性、周辺食性の違いなどで、様々な被害状況が生じ、シカ生息密度とは必ずし

も相関しないのではないかと考えられる。 



55 

 

・枝葉に食害を受けてもその直後から食害を防げれば、複幹木になる割合は増え

るが、剪定すれば問題なく成長すると思われる。 

（4）シカ被害に対する損害補償制度のニーズ 

・一定の条件下で植栽木が被害を受けた場合の補償が受けられるのであればニー

ズはあると考えられる。 

・被害木か、対策など何に対して補償をするかが重要であると考えられる。それ

に係る費用とのバランスも重要である。 

・防護柵の補修に係る費用のみの補償であるならば、保険に加入される方は少な

いと考えられる。柵自体の損傷は部分的であり、補修自体はそれほど高コスト

ではない。 

・森林における被害量を把握するためには、損害補償制度が必要である。現状で

は広範な森林での被害状況の把握は断片的だと考える。 

・設置されている柵の素材や構造によって、侵入される程度が異なる。それが、

メンテナンスの頻度とも関係してくる。また、柵が適切に施工されているかど

うか。そうした基準の評価をした上で、補償のような仕組みを考える必要があ

る。 

以上 

 

 愛知県森林・林業技術研究センター (10) 

 

日 時 2018年 12月 7日（金）10:00～16:00 

場 所 愛知県 森林・林業技術研究センター 

 

聞き取り先 

愛知県森林・林業技術研究センター 石田 朗 主任研究員 

技術開発部 森林機能グループ 釜田 淳志 主任 

栗田 悟 技術開発部長（挨拶のみ） 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 山元 周吾 研究員 

受 領 資 料 ・統計資料（森林病害虫等発生被害状況及び駆除） 

・ニホンジカによる被害実態と防除法の確立（2002）林業センター報告, No.39 

聞 き 取 り 

記 録 

1．愛知県のシカ被害と対策の変遷について 

（1）防除対策の実施状況 

・シカ被害の対策を試験研究で取り組み始めたのは最近のことである。元々、シ

カは本宮山周辺から長野県との県境にのみ分布していたが、徐々に分布が拡大

していき、被害範囲も広まっていったと考えられる。 

・およそ 5 年前に、県の補助金を活用した防護柵の設置が各自治体に呼び掛けら

れた。それ以前（15 年ほど前）は、水産業の盛んな三河湾周辺の港で廃棄物と

して積み上げられていた海苔網を譲り受け、洗浄してから防護柵の網として使

用していた。経年変化で海苔網が劣化すると、網を二重に設置した。海苔網は

設置から 5 年ほどでメンテナンスが必要になるため、シカの分布拡大や密度増

加に伴って、対応が追い付かなくなっていった。現在は、支柱には市販の 2.0m

プラスチックポールを使用しており、防除ネットには下部にワイヤーメッシュ

が付いたものもよく使用されている。ワイヤーがないとシカが穴を開けて侵入

する可能性も大きいため、最初からワイヤー付きのものを設置するよう推奨し

ている。防護柵設置の普及については補助が出るようになったことが大きく寄

与している。現在、防護柵に関するガイドラインを作成している。 
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・支柱間の距離は 2.0mを基準としている。海苔網の張り方は、地形に合わせて下

部は余裕を持たせ、上部は短く張り、効果的に張る工夫をしている。 

・従来から忌避剤も補助事業の対象であった。海苔網を使用していた頃に、単木

防護資材を使用した防除も試みられていたが、網のほうが効率は良かった。 

・地元の猟師が鉄柵に罠を仕掛けることも多い。 

・愛知県内には多くの国有林があるが、そこでは皆伐がよく行われている。 

（2）防除対策で重視する点 

・予算を考慮する必要があるため、防護柵が重視される。物理的な防除が一番効

果的である。忌避剤を何度も散布するのは手間であり、単木防護資材にも様々

な問題点があるため、防除手法として選択されにくい。防護柵でも網に穴が開

けば侵入はされるが、影響の低減を目指す上では柵が最も有力である。 

（3）シカの生息状況 

・基本的に生息域は拡大しており、以前から生息していた地域では密度が増加し

ている。 

・区画法の結果では、以前は多いところで 4～5 頭／ha 程度だったが、2～3 年前

の生息調査では 20頭／haに達する箇所が多く見られるようになった。 

・静岡県、長野県、岐阜県境をまたぐ形でのシカの移動が確認されている。平成

26 年度から GPS 首輪による追跡が開始されたが、愛知県内で GPS 首輪を付けた

個体が、長野県や静岡県に移動していることが確認された。 

・茶臼山周辺地域では、夏季には高地に生息しているが、冬季には積雪の少ない

低地へ移動する個体も確認している。 

（4）シカによる林業被害 

【鳥獣害のうちシカ被害の割合】 

・以前はカモシカの被害割合が最も大きく、その防除対策が取られていたが、シ

カの増加に伴ってシカ対策がメインになった。 

【被害の頻度と規模】 

・被害の規模は場所によって様々である。被害の大きい地域では全面的に発生す

る一方で、防護柵を設置している地域では被害がない、あるいは少ない傾向に

ある。 

・設楽町旧津具村の試験地では、70cm 高の単木防護資材を使用した防除対策が試

みられていたが、70cm 以上に成長すると、単木防護資材から出た部分が食害さ

れて、それ以上は成長しない個体が多かった。 

・設楽町、東栄町などの低密度植栽モデル事業地で局所的にモニタリングを行っ

ており、防護柵の設置以降、メンテナンスをせずに経過を観察している。 

【食害の傾向】 

・ヒノキなどでは梢端だけが食べられている。全体的に上部や梢端部の被害が多

い傾向にある。また、試験的にヤマザクラを植えていたが、上部、梢端部以外

の葉もほとんどが食害された。 

【その他】 

・シカ被害は統計的には減少している。防護柵による防除効果の結果かもしれな

いが、データは森林組合職員や林家の記憶に基づく部分も多く、過小評価して

しまっている可能性もある。 

・林業分野では、新植造林地が新たに被害を受けるだけでなく、過去に被害を受

けてきた場所にも剝皮被害など新たな被害が発生して被害が蓄積していくた
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め、それも考慮して評価しなければならない。 

・被害がひどい場合は補植することもある。 

（5）防除対策実施で想定する効果と被害の許容範囲 

・山主の考え方に基づき、対策の手間なども考慮して現場ごとに状況を見て判断

している。 

・現場の環境や成長経過を見ながら対応を変えているが、成林しないまま放置さ

れて叢林になってしまっている箇所もある。今後、叢林が増加してきた時に備

えて、被害の対応に関する何らかの基準が必要になってくると考えられる。 

・直近の 2、3年では防護柵を設置したがシカに侵入されたという事例がある。柵

の部材に左右されていると考えている。穴を開けられたとしても見回りをした

り、穴をふさいだりして対策をするようにしている。現在はモデル事業として

見回りやメンテナンスを実施できているが、実際に所有者に対応を任せること

になった際に、十分な内容と頻度で継続していけるかは懸念事項である。 

（6）シカ被害に対する損害補償制度 

・防護柵を設置し、見回りを行っているにも関わらず被害が発生した等、適切な

対応はなされているが被害が発生してしまった例や、台風による倒木など不慮

の事故に起因する被害などは補償されるべきである。 

・防護方法、メンテナンスの程度や被害原因について基準を設け、状況をパター

ン分けして補償を行っていくのも良いかもしれない。 

・基準のチェック項目を作成し、それをクリアしていることを補償の前提とする

のも良いかもしれない。 

・被害につながるリスクを定量化する方法について、環境の異なる地域ごとに確

立していく必要があると思うが、見回りの頻度はどの程度が標準的か等、その

基準を設定するために必要な情報もまだまだ不足していると思われる。 

・被害の発生状況が自己申告制になってしまうため、被害原因の確定は難しい。 

 

2．現場確認（※各現場にて聞き取り） 

（1）現場 A 

・国有林の現場で、優良事例に近い。 

・面積はおよそ 3haである。 

・主な樹種はヒノキ、植栽密度はおよそ 3,000本／ha、幼齢木の林齢は 2～3年生

で、下層植生の被度は低い。 

・傾斜度は中程度で、積雪は少ない。 

・シカ対策で実施している防除は防護柵のみ。 

・斜め張りネットを設置している 

・ところどころにネットの損壊部が見られるが、概ね修復している。損壊部を見

つけ次第、可能な範囲で修復をしている 

・定期的な見回りやメンテナンスをしている現場である。 

（2）現場 B 

・民有林の現場で、優良事例に近い。 

・面積はおよそ 1.5～2haである。 

・主な樹種はスギ、植栽密度はおよそ 2,000 本／ha、幼齢木の林齢は 4 年生、下

層植生の被度は中程度ある。 

・傾斜度は急で、積雪は少ない。 
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・現場 B は急傾斜に近く、立木も防護柵のすぐ傍にあるため、気象災害が起因と

なる落石や倒木によって防護柵が損壊する可能性もある。 

・一部、ネットに大きな穴が空いていたが、野生動物によるものではなく、落石

等による損壊のようにも見られた。 

・ネットが損壊した場合は、速やかに修復している箇所もあり、造林地の幼齢木

自体にはほとんど被害が見られなかった。 

以上 

 

 滋賀県琵琶湖環境部森林保全課 (11) 

 

日 時 2019年 2月 6日（水）13:30～15:00 

場 所 滋賀県琵琶湖環境部森林保全課 

聞き取り先 
滋賀県琵琶湖環境部森林保全課（以下、

森林保全課） 

中村 順一 副主幹 

真下 慶子 主査（森づくり推進係） 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 神村 裕之 研究員 

受 領 資 料 ・SDR推定結果（H25度と H29年度の比較） 

・コラム 平成 29年度 森林下層植生衰退度調査結果 

・滋賀県森林・林業統計要覧（平成 29年度） 

・病中獣害推移グラフ（ナラ・松・シカ等） 

聞 き 取 り 

記 録 

1．滋賀県内におけるシカ被害の防除対策 

（1）過去から現在まで、取り組まれている防除対策の種類や使用とその変化 

・滋賀県の森林は、齢級が若く、森林所有者一人当たりの所有する森林面積が小

さい。今後、森林面積が大きいところから皆伐が進んでいくことになると思わ

れる。 

・補助金では、シカ柵、単木防護が選べるようになっている。環境要因の中でも

主に降雪量に応じて防護設備を選ぶことになる。積雪が多い地域では、単木防

護を行う傾向があり（長浜）、余呉地域で防護柵を設置したところ被害が酷かっ

た。高島やマキノ地域では、防護柵を設置している。湖北地域では、直近 3 年

は皆伐後に植栽していない。今年は、湖北では単木防護で対応する。甲賀、多

賀、東近江のような湖東地域では、基本的にシカ柵を使用している。シカ柵で

金網を使用しているのは甲賀のみである。 

・剝皮被害対策のテープ巻きは、県内全地域で実施している。大津市内では、基

本的には単木防護で対応している。延暦寺が管理している森林では、防護柵が

設置されている。 

・直近 10年で、単木防護資材は使用していない。 

・シカ柵は積雪により倒壊するため、防除対策を単木防護資材に変更した。また、

複数の防護設備を併用している地域は確認していない。 

（2）防除対策の選定について重視すること 

・防護設備の選定は、組合による提案や補助金の関係もあるが、森林所有者の意

向が最も大きい。 

・湖北地域は、積雪の影響により単木防護が主流になっている。急傾斜な場所で

は、シカ柵の方が適している。また、ある程度まとまって植栽されている場所

であれば、シカ柵の方が適していると思われる。 
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（3）シカによる林業被害の状況とその変化 

・シカ以外の被害が 1割、残りの 9割以上をシカが占める。 

・シカ柵は、柵の一か所が損壊してしまうと柵内の植栽木が全て食べられると想

定している。滋賀県は、新植地が少ないが、芽を被食される被害が 692ha、剝皮

被害が 191haとなっている。 

・食害の傾向は、地域性によって差があるが、植栽木の先端だけ食べられること

が多いと思われる。シカによる被食の傾向は調査できていないが、シカにとっ

て美味しい部位だけ食べられる傾向がある。 

・シカ被害があるため、天然更新は難しいと考えている。再造林しないと森林の

更新は難しい。 

（4）防除対策の実施で想定している効果と被害の許容範囲 

・植栽木の頂芽部のみを守るような、部分的な保護は厳しいと思っている。 

（5）シカ被害に対する損害補償制度のニーズ 

・現在の森林保険は、気象被害しか対象になっておらず、シカ被害は対象になっ

ていない。シカ被害も対象になれば、被害を受けた場所の再造林が進むと考え

られる。 

 

2．現場の状況 

・皆伐後に植栽する樹種は、滋賀県北部においてはスギがメインになっており、

南部に行くにつれてヒノキになる。最近では、所有者の意向で北部でもヒノキ

を植えるようになっている。植栽密度は、滋賀県南部の湖南地域では、3,000本

／haで植栽している。湖北地域では、2,000～2,500本／ha での植栽が主であり

3,000本／haの植栽を実施している地域はない。 

・幼齢木の林齢について、直近 5年程度で植栽された山林は 20～30ha程度である。

東近江地区は、森林組合の意向と山づくりの方針で、樹下植栽が多い。 

・高島地域ではシカの捕獲圧が高まっており、下層植生が回復してきている状況

にある。 

・平成 29 年と平成 30 年は、台風被害が多く、台風が起因となる倒木によって防

護柵が損壊し、シカが侵入したことがあった。 

・防除対策の損壊の発生に関する相談が最近増えている。去年から、損壊した箇

所に対する修繕に補助が出るようになったため、相談が増えているのではと考

えている。補助の対象は、シカ柵の支柱だけだが、被害額の 7 割の補助を受け

ることができる。 

・シカ柵を設置する専門業者は特にいない。 

・幼齢木の被害発生後の回復状況や損壊に対する被害額は、森林組合に聞くと良

いと思われる。森林保全課では、被害額は試算していない。 

以上 
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 滋賀県甲賀森林整備事務所／滋賀中央森林組合 (12) 

 

日 時 2019年 1月 29日（火）9:30～17:00 

場 所 滋賀中央森林組合（現場：杉谷地区、神地区、土山地区） 

 

聞き取り先 

滋賀中央森林組合 矢田 昌也 統括係長（業務・林業整備

課） 

滋賀県 甲賀森林整備事務所（以下、甲

賀森林整備事務所） 

山本 克己 主査（林業振興係） 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 神村 裕之 研究員 

寺田 武徳 研究員 

受 領 資 料 ・現場地図（杉谷地区） 

・「グリーンブロックネット」カタログ（近江屋ロープ株式会社） 

・かもしか食害対策防護柵設置工事 構造図 

・金網柵カタログ（ゼンスイ株式会社） 

・「幼齢木ネット」カタログ（東工コーセン株式会社） 

・「幼令樹保護カバーくわんたい」カタログ（株式会社日本グリーンアンドガーデ

ン）※治山事業で使用 

聞 き 取 り 

記 録 

1．滋賀中央森林組合が把握する被害状況と防除の概要 

・滋賀県内の人工林は、8～10齢級が最も多く、九州や四国地方と比較して、森林

が若いため皆伐が進まない。また、滋賀県の森林所有者は、所有している森林

面積が小さく、所有者数が多いことも大規模皆伐が進まない要因になっている

かもしれない。 

・滋賀県内で伐採された原木は、建築資材、ベニヤ、チップに利用されている。

一方で素材価格の低迷も皆伐の魅力がなくなっている一因かもしれない。 

・今回、調査する現場では、シカ、イノシシ、カモシカ、ウサギによる被害を受

けている。一度、被害を受けた場所は、再度被害が発生しやすい。 

・滋賀中央森林組合では、シカの防除対策は基本的には金網柵であるが、金網柵

を運搬できないような現場では、ネットを使用している。金網の設置は、森林

組合の技術作業班が行っている。 

・防除設備を選択する際は、植栽を行ったエリアの面積と周囲の長さのバランス

で単木防護または柵による防除にするか検討する。以前、単木防護資材による

単木防護を行っていたが、現在は行っていない。 

・防除設備のメンテナンスに対する補助は存在しない。下刈りの際に、修繕を行

う。補植は山林所有者の意向に従う。 

・防護柵のネットについては、ステンレスが入っているか否かは、ネットの撓み

具合や鹿の噛み切りに対する強度には関係がない。獣害を防ぐには、ステンレ

スの有無ではなく、メッシュの細かさの方が重要。目合が 1辺 50mmであれば、

鹿の口の構造上は噛み切られることはおおむね無い。 

2．現場確認（※滋賀中央森林組合が施行した現場にて聞き取り） 

（1）杉谷地区（被害多発） 

・素材生産を目的とした皆伐跡地で、植栽面積は 0.3ha である。植栽後の防護柵

には、ステンレス入りのナイロンネットを使用している。ヒノキを 3,000 本／

ha植栽している。 

・被害率は約 6 割で、被害多発事例にあたる。シカによる食害が主だが、イノシ
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シの掘り返しによる二次被害もある。現場には、毎日シカが侵入していると思

われる。 

・現場は、谷を挟んで被害状況が異なる。5～6年生の植栽木は 8～9割がシカによ

って被食されたが、2年生の植栽木はほとんど残っている。被害の違いは、5～6

年生側の斜面は柵の外が尾根筋に近く、鹿の獣道にあたることに起因するので

はないかと考えられる。 

・施工は、当時の甲賀森林組合（現滋賀中央森林組合）が施工した。 

・防護柵のネットの網目は 100mm。防護柵は、幅 5m、高さ 1.8m、全てにステンレ

ス線が入っている。 

（2）神地区（普通～優良事例） 

・素材生産を目的とした皆伐地で、皆伐面積は 1.5ha である。植栽後は、獣害対

策として金網柵を設置している。 

・被害率は約 3割で、普通から優良事例に相当する。 

・現在、この調査地には、10年生、12～13年生、16年生の植栽木が存在する。 

・シカが侵入している形跡（足跡を確認）があり、「乗り越え」、「潜り込み」によ

って柵内に侵入している。風倒木による損壊も確認されている。イノシシが突

進すれば支柱は倒れる。そのほかにはハンターなどによる柵の出入り口の不十

分な閉じ方により、出入り口からの侵入も考えられる（現場見学時に開放され

たままの出入り口を確認）。 

・カモシカ被害対策に使われる金網柵を使用している。 

・金網柵の値段は、2,800 円～3,000 円／m（施工費込み）であり、防護柵のナイ

ロンネットの 1.5～2倍高い。1haあたり 120万円程度の費用がかかる。 

・金網の設置は、誰でもできるわけではなく、技術力が必要になるので普及しに

くい。急傾斜地では、特に設置が難しいため、設置するのであれば平坦な場所

が望ましい。また、重く、かさばるため車両で運搬が困難な場合はヘリコプタ

ーでの運搬が必要になる。個人で設置するのであれば、ネットの方が良い。金

網は、撤去する際も作業が大変であり、設置費の倍程度のコストがかかると考

えられる。 

・金網の仕様は、高さ 1.84m、支柱は L 字型の鋼材アングルを使用し間隔は 3m、

地面に接触する部分は 1m間隔で 50㎝の深さでアンカー止めされている。また、

30m間隔で支柱から斜めにアングルが入っている。 

・メンテナンスは、下刈りの際に修繕も含めて行う。 

（3）土山地区（優良事例） 

・田村神社の部材としての利用を目的として 0.3ha の皆伐を行った。皆伐エリア

の形状が細長く、保護対象の面積に対して外周が長いため、防護柵は適してい

ないことから、単木防護で対策している。 

・シカが侵入している形跡あり（足跡を確認）。 

・皆伐後は、単木防護資材による防除対策を施している。単木防護資材は、トウ

モロコシ由来の生分解性繊維のネットを用いており、設置や撤去も容易で防除

効果が高い。現在、植栽木は 7～8年生であるが、8割程度が残っている。 

・単木防護資材の設置に係る費用は、850～900 円／本である（植栽、単木防護資

材の設置）。ネットのみの費用は、700 円／本。設置作業は大変容易であり、メ

ンテナンス方法は、支柱はそのままでネットだけを交換している。これまで 1

割程度の単木防護資材を修繕してきた。支柱は、グラスファイバーで作られて
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おり積雪に強い。 

（3）費用に関するまとめ 

・1haあたり 3,000本の植栽を行った場合の各防除設備にかかる費用（資材費、設

置費）は下記のとおり。単木防護資材は、設置と取り外しも容易であり効果が

大きいが費用が高い。金網も効果が高く値段も比較的低いが、取り外しや撤去

費用が高くつく。 

防護柵用ネット 金網柵 単木防護資材用ネット 

80万円 120万円 270万円 

1haあたり、3,000本植栽すると想定。 

費用には、資材費と設置費（人件費含む）が含まれている。 

以上 

 

  

防護柵用ネット（杉谷地区） 急傾斜地に設置 

  

メッシュの目合い 100㎜ 谷の左右で被害状況が異なる 
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殆どの植栽木が生立している 殆どの植栽僕が生立していない 

  

植栽木（2年生） 金網柵（神地区） 

  

金網が破損している 防護柵の支柱が壊れている 

  

剝皮被害（金網柵の外側） 単木防護資材（土山地区） 
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支柱はグラスファイバーでできており積雪に強い  幼齢木ネットがうまく機能せず枯れてしまっている 

 

 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター (13) 

 

日 時 2019年 3月 6日（水）9:30～11:00 

場 所 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 

聞き取り先 

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 

総合解析部門 森林環境系 

（以下、琵環センター） 

中川 宏治 主査（森林総合監理士） 

 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 山元 周吾 研究員 

受 領 資 料 なし 

聞 き 取 り 

記 録 

1．滋賀県内におけるシカ被害の防除対策に関する状況 

（1）琵環センターで取り組まれている研究内容 

・滋賀県の研究機関という立場から「省力化・低コスト化」をキーワードとして、

調査研究に取り組んでいる。 

・平成 28 年度の研究報告が過去の成果になる。その研究結果を踏まえ、現在、防

護柵の維持管理に関する研究に取り組んでいる。具体的には、県内 3箇所で設置

されている防護柵について、チェック項目を設けて毎月記録をしている。糞塊や

食痕なども確認している。支柱間単位でチェックしている。 

※参考：「琵琶湖を育む森林の適切な管理方策に関する研究」 

http: ／ ／ www.pref.shiga.lg.jp ／ d ／ biwako-kankyo ／ lberi ／ 03yomu ／

03-01kankoubutsu／03-01-03research_report／no9／files／seisaku-5.pdf 

・文献や兵庫県などの事例を参考に試行錯誤で取り組んでいる。現行の第 5期中期

計画は平成 31年度で終了するが、継続した調査研究は必要であると感じている。 

・現在は防護柵に研究の焦点を当てており、単木防護資材などの他の防除対策によ

る効果については、今後の課題として考えている。 

（2）シカ（鳥獣）による林業被害の状況とその変化 

・シカ被害について、滋賀県の北部と南部で被害の程度に差を感じることはなく、

いずれの地域でも被害は大きい。 

・剝皮被害についてはスギよりヒノキのほうが被害は大きいように感じている。 

・シカ以外の他の動物についても被害はある。 

（3）防除対策の損壊状況について 

・倒木による防除対策（防護柵）の損壊、留め金の付け忘れなどのヒューマンエラ

ーに伴うシカの侵入などが多いように感じる。 
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・動物に噛み切られた箇所も見られるが、周辺の足跡の状況などからそうした箇所

からの侵入は少ないように思われる。 

以上 

 

 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター神戸水源林整備事務所 (14) 

 

日 時 2019年 2月 27日（水）9:00～18:00 

2019年 2月 28日（木）9:00～18:00 

場 所 神戸水源林整備事務所 

現場 1：三田市母子 

現場 2：養父市養父市場 

現場 3：豊岡市但東町西谷 

聞き取り先 

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 

森林整備センター 神戸水源林整備事務

所 

浮田 昌和 次長 

渡邉 陽子 造林係 

調査実施者 株式会社自然産業研究所（以下、自然研） 神村 裕之 研究員 

受 領 資 料 ・分収造林地施業図 

聞 き 取 り 

記 録 

1．神戸水源林整備事務所が管轄する森林におけるシカ被害の防除対策 

（1）過去から現在まで取り組まれている防除対策の種類や使用とその変化 

・昭和の終わりから防護柵を使用している。当初は海苔網を使用したが、かみ切

られるため平成からはステンレス入りの防護柵に変更。平成 16年度より防護柵

設置に合わせてスカートネットも設置している。 

・忌避剤は、降雨により効果が低下するため時期を選ぶ必要がある。忌避剤は春

と秋の年に 2 回散布していた。忌避剤は、積雪時には効果を発揮するが、近年

シカの頭数が増えてきていることから、防げなくなってきている。食害激害地

での忌避剤利用は十分な防除効果が得られないため、今年度より使用を取りや

めている。 

・防護柵はトータルコストが安い。今年度から防護柵の支柱のキャップを変更し

たため、作業効率が良くなっている。 

・防護柵の仕様は次の通り。（※基本的に全ての現場で共通） 

ネット PE+SUS混紡 高さ 1.8m 網目 100×100mm SUS 0.19mm以上×8本 

スカートネット PE 幅 0.90m 網目 150×150mm 

張りロープ 強化糸入り PE 8mm 

押えロープ PE6mm 

支柱 長さ 2.4m 太さ 33mm 積雪地 太さ 38mm 

アンカー杭 400～430mm 

（2）防除対策の選択について重視する事 

・兵庫県内は、最大積雪量が 30cm程度から 150cm以上の箇所まであり、150cmを

超える箇所は積雪により支柱が折れるため融雪直後のメンテナンスが欠かせな

い（支柱は直径 33mmと 38mmを使用）。豪雪地では忌避剤を年 2回使用していた

が防除効果は徐々に低下してきた。大きな谷を跨いで防護柵を設置すると、大

雨により破損するため、防護柵の設置箇所の選定に注意している。 

・単木防護資材は、雪に弱く、下部から持ち上げられて食害を受けることもある。

資材コストが高く、修繕の手間もかかる。単木防護資材内で植栽木が曲がり、




